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放送大学入学生
　放送大学は、テレビやインターネッ
トで授業を行う通信制の正規の大学
です。10～ 90 歳代の幅広い世代の
方がさまざまな目的で学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・自然
科学など、約300の幅広い授業科目
があり、1科目から学ぶことができます。
募集区分／
【教養学部】
 ・科目履修生（6カ月在学し、希望科目を履修）
 ・選科履修生（1年間在学し、希望科目を履修）
 ・全科履修生（4年以上在学し、卒業を目指す）
【大学院】
 ・修士科目生（6カ月在学し、希望科目を履修）
 ・修士選科生（1年間在学し、希望科目を履修）
出願締切／
　12 月 1日（土）～
　平成 31 年 3月 17 日（日）まで
※インターネット出願も受け付けています。
出願・問い合わせ／
　放送大学栃木学習センター
　☎０２８（６３２）０５７２

COOL CHOICE とちぎ チャレンジ2018
　県では、省エネ家電買い換えキャ
ンペーンの第二弾を実施していま
す。県内の販売店で対象の省エネ家
電製品に買い換えて、ご応募いただ
いた方の中から抽選で約 100 人の
方に景品を進呈いたします。
対象商品／
①冷蔵庫・テレビ・エアコン・温水
　洗浄便座（統一省エネルギーラベ
　ル 4つ星以上）
② LED（電球・ランプ・照明器具）
応募資格／
　県内に在住・通勤・通学されている方
応募期間／平成31年1月18日（金）まで
応募方法／
　「COOL CHOICE とちぎ」 
総合サイトからご応募
ください。
問い合わせ／
　栃木県地球温暖化防止活動推進センター
　☎０２８（６７３）９１０１　

メス猫の不妊手術費用補助
　栃木県獣医師会ではメス猫の不妊
手術補助を実施します。応募した方
の中から抽選で100 人にギフトカー
ド3,000円分を送らせていただきます。
応募資格／
　県内に住民登録（居住）している
人（外国人登録法により登録されて
いる人を含む）。ただし、開業獣医
師およびその家族は除く。
応募期間／
　12月1日～平成 31年 1月31日の
間に受けた手術が対象です。応募は
がきは不妊手術後1カ月以内の必着。
応募方法／
　不妊手術後、専用はがきに動物病院か
ら手術証明をもらい、必要事項を明記の上、
応募してください。はがきは栃木県獣医師
会員の動物病院に備え付けの物、または
ホームページからダウンロードしてください。
問い合わせ／
　（公社）栃木県獣医師会
　「メス猫の不妊手術キャンペーン」係
　☎０２８（６２２）７７９３
　http://www.tochigi-vet.or.jp
　
第 5回那須赤十字病院講演会
日時／平成31年1月29日（火）
　　　14：00～15：30
場所／那須赤十字病院マイタウンホール
内容／がん治療と仕事の両立支援
　　　～働きやすい職場作り～
参加料／無料
講師／
 ・近藤社会保険労務士事務所
　近藤  明美氏
 ・ハローワーク宇都宮  芝間  ゆかり氏
 ・大田原労働基準監督署  山田  和昭氏
 ・がん患者と家族の会 ピアサポート那須 
　並木  邦憲氏
申込方法／電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　那須赤十字病院がん診療対策推進室
　☎０２８７（２３）１１２２

宝の山発見！X’mas inこどものひろば
日時／ 12 月 24 日（振休・月）
　　　 10：00 ～15：00

場所／ココマチ2階  こどものひろば
内容／
 NY 在住 アーティスト田中康予の
 ・クリスマス飾り作り
 ・ 宝探し
 ・英語でオリエンテーリング
 ・ ケーキデコレーション
 ・少年少女青年壮年合唱隊
定員／各コース30人　＊先着順
参加費／
　無料（飾り持ち帰り300円）
問い合わせ／
　ソフィア髙瀬
　☎０９０（３４０１）１７５５

茨城大学オリエンテーリング大会体験会
　オリエンテーリングに興味がある
方の参加をお待ちしています！
日時／平成 31 年 1月 6日（日）
場所／川崎小学校体育館
参加費／ 200 円
そのほか／
 ・体験会は屋外で行いますので、長袖・
　長ズボン・運動靴の着用を推奨します。
 ・軽食（ピザ・うどん・
　おむすびなど）の販売
　があります。
問い合わせ／
　第 1回茨城大学大会
　 ibadai.compe.1st@gmail.com

スポーツ吹矢体験
　生涯スポーツとして最適なスポーツ
吹矢。腹式呼吸を行うことで健康増進
にもつながり、年齢や性別を問わずど
なたでも楽しめます。また、肺機能の
リハビリとして参加されている方もい
ます。見学・体験を受け付けています
ので、お気軽にお問い合わせください。
練習日時／
【沢教室】毎週日曜日13：30～15：30
　　　　農村環境改善センター
【片岡教室】月2回  水曜日9：00～11：00
　　　　　片岡公民館
申込・問い合わせ／
　湯澤　正樹
　☎０９０（９８２２）７３６７
　 my09098227367@gmail.com

募　　集

総合サイト

申し込みなど
詳しくはこちら

申し込み・当日受付
詳しくはこちら

中古車委託販売
車・バイク・農機具の委託展示販売いたします。

（車を売りたい方、お気軽にお問い合わせください。）

フリーマーケット
★ 出 店 者 募 集 ★
第 2・4日曜日 開催中‼

  【問い合わせ】
リサイクル新世界
☎080（4732）0427

上記期間に製造された製品には、現在、取り付けが義務化されている安全装置が装着されておりません。
誤った使用方法により、事故が起こる可能性があるため、1986年（昭和61年）より自主交換を行っております。

昭和57年～昭和59年製の

※現在の石油ファンヒーターはPSCで定められた安全装置が全機種についております。

LCR-3タイプ LS系タイプ

型番表示部

トヨトミ石油ファンヒーターを探しています

対象機種

ご連絡先

LCR-3・LCR-3-1・LS-3・LS-3-1・LS-6

〒467-0855 
名古屋市瑞穂区桃園町5番17号

フリー
コール0120-104-154
お客様よりお知らせ頂きました個人情報は、商品の交換目的以外には使用いたしません
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農業用軽油免税証交付申請受付
のお知らせ
受付期間／
　平成31年1月9日（水）～11日（金）
　9：00～11：30、13：00～16：00
受付場所／
　栃木県塩谷庁舎1階  101会議室
　（矢板市鹿島町20-22）
そのほか／
　詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ／
　矢板県税事務所課税課
　☎（４３）２１７３

無料不動産相談会
日時／ 
　平成 31 年 1 月 18 日（金）
　13：30 ～ 15：30
場所／
　市保健福祉センター 2 階  会議室
相談員／
　県北支部相談担当委員
内容／
　不動産相談　※予約制
問い合わせ／
　（公社）県宅地建物取引業協会
　県北支部
　☎０２８７（６２）６６７７

ノロウイルス食中毒を予防しよう！
　11 月 1日～ 3月 31 日は「栃木県
ノロウイルス食中毒予防推進期間」
です。ノロウイルス食中毒の多くは
冬季に発生しています。予防方法を
知り、対策をしましょう。
【主な原因食品】
 ・感染した人の手指等を介してウイ
　ルスが付着した食品
 ・カキなどの二枚貝
【食中毒予防のポイント】
 ・石けんを使ってこまめに手洗い

 ・食品の十分な加熱調理
 ・調理器具の適切な洗浄・消毒
問い合わせ／
　栃木県生活衛生課
　☎０２８（６２３）３１０９

林業退職金共済制度（林退共制度）
の退職金請求について
　林業の仕事に従事されたことがあ
り、当時、林退共制度に加入してい
た方、もしくは加入していたかもし
れない方で、退職金請求手続きをし
たお心当たりのない方は、お気軽に
最寄りの支部または本部へお問い合
わせ下さい。
　また林退共事業本部では、被共済
者の方に確実に退職金を受け取って
いただくことなどを目的として、現況
調査、アンケート調査を実施してお
りますので、ぜひ調査にもご協力い
ただきますようお願い申し上げます。
問い合わせ／
　（独）勤労者退職金共済機構
　林業退職金共済事業本部
　☎０３（６７３１）２８８９

宝の山発見！「Discover 栃木」展覧会
日時／
　12 月 22 日（土）～
　平成 31 年１月 14 日（祝・月）
　10：00 ～16：00
場所／
　道の駅やいた  「エコモデルハウス」
内容／
　片岡鶴太郎他著名人の色紙展＆
NY 在住アーティスト田中康予・元
陽会・シルバー大学校他による写
真・版画・絵画展覧会＆デイケアセ
ンターひだまり・矢板高校・矢板東
高校・矢板東附属中学校作品展
問い合わせ／
　ソフィア髙瀬
　☎０９０（３４０１）１７５５

塩谷広域おすすめ情報
さくら市
暮市・花市開催
日時・内容／
暮市　12 月 23 日（祝・日）
　　　大抽選会や神輿渡御
花市　平成 31 年 1月 7日（月）
　　　アイドルステージなど
＊暮市・花市ともに13：00～ 21：00
場所／氏家大通り
問い合わせ／
　さくら市商工観光課
　☎０２８（６８６）６６２７

高根沢町
クリスマスマルシェ　
　高根沢ローカルグルメや町産農産
物のほか、県内外の人気店舗による
フード・クラフトを販売します。
日時／ 12月8日（土）10：00～16：00
場所／ちょっ蔵広場（宝積寺駅東口）
そのほか／
　駐車場に限りがあるため、電車を
ご利用ください。
問い合わせ／
　高根沢町産業課
　☎０２８（６７５）８１０４

塩谷町
クリスマスプレゼント抽選会 
in 道の駅「湧水の郷しおや」
　クリスマスにちなんだ塩谷町の特
産品など豪華商品を用意しています。
日時／ 12月23日（祝・日）11：00～
　　　※定員になり次第終了
場所／道の駅「湧水の郷しおや」
参加費／ 1回 500円 (1人 1回限り )
※先着 200 人限定　はずれなし
問い合わせ／塩谷町産業振興課
　　　　　　☎（４５）２２１１

不用品登録情報 譲
り
ま
す

・プリンタインク（EPSON互換 IC-50）
・シングルパイプベッド  ・洋服ダンス
・大人用三輪自転車  ・電動シニアカー
・ジュニアシート  ・エレクトーン

譲
っ
て
く
だ
さ
い

・キーボード（楽器）・自転車（大人用）
・50㏄スクーター  ・冷蔵庫（冷凍庫付）  
・チャイルドシート ・折りたたみベッド
・ベビーベッド

問い合わせ／
　消費生活センター（くらし安全環境課）　
　☎（４３）３６２１

お知らせ

あんしん！　たのしい！　ためになる！

やいたまちゼミ 開催中！
開催期間：11月 19 日（月）～ 12月 25 日（火）

全30講座
販売・勧誘なし！

受講料無料




